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航空機利用セットプラン商品とは？

1

【商品形態】

募集型企画旅行

１．ＡＮＡ・エアドゥ・ソラシドエア・スターフライヤーの４社の空席状況に連動して運賃が変動する

「個人包括旅行運賃」を利用する商品です。

常に料金が変動するため、最新の旅行代金は代理店様専用WEBサイトにてご確認ください。

旅行代金変動型商品

２．旅行日数や行程を固定して設定していますが、フライトや宿泊施設は設定している中から

選択できます。

例）コース名 ： 超得 札幌 ２泊３日

フライト ： 羽田空港 ⇔ 新千歳空港間の単純往復のみで設定（便の選択ＯＫ）

宿泊施設 ： 札幌地区のみ設定（宿泊施設の選択ＯＫ。転泊ＯＫ）

アレンジ ： 不泊、延泊、帰着日延長はＮＧ

オプション： 設定なし
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2

ご予約日時により

旅行代金が変動する商品

です。

4

予約完了した直後から

取消料の対象

5

旅行日程やフライト、ホテル、
人数など

予約後の変更

はできません。

6

必要があります。

予約内容を変更したい場合は

全て取消してから

再び予約し直す

3

予約後、料金に変動があった場合でも、

差額の収受や返金

はありません。

1

代理店様専用ＷＥＢサイト

よりご予約ください。

※予約センターでは
予約できません。

になります。

＜ご予約時のご案内＞

2

ご予約の際は、必ず、お客様にもご説明ください。



商品ラインナップ

3

※2022年6月16日現在

代理店様専用ＷＥＢサイトのお知らせ欄より

電子チラシをダウンロードできますので、

パンフレットラックへの掲出など販売促進に

お役立てください。

羽田空港発着 羽田空港発着 羽田空港発着 羽田空港発着



＜ご予約方法＞
代理店様専用ＷＥＢサイトよりご予約ください。

4

※予約センターでは新規予約・空席照会は受付しておりません。

24時間

ご利用ＯＫ！

ご予約いただくＷＥＢサイトはこちらです。

https://bigs.jp/agent_mypage_sys/login/

☆今回はこちらのＷＥＢサイトの操作方法について

説明させていただきます。

受託販売契約店様専用サイト という表記が目印です。



1.ログイン
①代理店様専用ＷＥＢサイトのログインページは…

https://bigs.jp/agent_mypage_sys/login/

☆左上に「受託販売契約店様専用サイト」の表示があります。

②ログインＩＤ・パスワードは半角英数文字で

ご入力下さい。

☆既にお持ちいただいているログインＩＤ・パスワードを

ご使用ください。

☆ご不明な場合は弊社営業担当社員または予約センターに

お問い合わせください。

③ご担当者様名は半角カタカナでご入力下さい。
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2.検索
ログイン後、画面の左上にある「ツアー検索・予約」

ボタンをクリックし、左図の画面を表示させてください。

ご利用される路線・旅行日数・参加人数・部屋数・宿泊地

をご入力下さい（1回の操作で6名様まで予約可能）。

＜代理店様専用ＷＥＢサイト操作方法＞



＜キーワード検索＞

札幌や福岡などのキーワード、

ツアーコードなどで検索できます。

6

＜条件から探す＞

様々な旅行条件を指定して

検索できます。

1回の操作で6名様まで予約可能です。

7名様以上の場合は人数を分けて

予約操作してください。



「ツアーを選択」ボタンをクリックすると、ツアーの詳細を

ご確認できます。
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3.ツアー選択



「出発日を選択」ボタンをクリックして、ご希望の出発日を

ご指定ください。その後、人数をご入力ください。
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4.出発日の選択～人数の入力



往路と復路のご希望便を選択してください。

○印：10席以上の空席があります

9

5.ご希望便の指定

【フライト差額について】

☆増席依頼、キャンセル待ちやリクエストは受付できません。
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① 「宿を選ぶ」ボタンをクリックして、

ご希望の宿泊施設を 指定してください。

6.宿泊施設の指定

➁右下にある「選択」ボタン

をクリックしてください。

転泊できます。

※不泊・延泊はできません。
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部屋ごとの人数を入力してください。

7.宿泊人数の入力

選択内容をご確認ください。

8.選択内容の確認・変更



12

9.その他の詳細を確認
① お支払い方法

ご契約販売店様からのご予約の場合、旅行代金のお支払いは

クレジットカード決済・銀行振り込みのいずれかとなります。

精算方法の詳細は26～28ページをご確認ください。

コンビニエンスストア決済は
現在、ご利用できません。

ご契約販売店様からのご予約

の場合は予約日の翌日に

全額決済となります。

ご契約販売店様からのご予約の

場合は請求書に記載されている

弊社指定の銀行口座にご入金

ください。
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② ご予約の取消方法・取消料

旅行内容の一部の変更であっても

予約記録全体に取消料がかかります。

【重要】

☆ご予約の取消はサイト上でオンラインキャンセル

できます。

ただし、出発案内書が発送される前に限り操作可能

です。

☆取消操作方法は28ページをご参照ください。

☆取消料はご予約直後から発生します。
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③ 親権者同意書・予約確認メール・出発案内書の受取り これらの事項に関しては取扱方法などを予告なく

変更することがありますので、

ご予約操作時には、必ずご確認ください。
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10.予約手続きへ進む 11.お客様情報の入力
画面の案内に従い、お客様情報を入力してください。

出発案内書の発送が

ある場合、

代表者のご住所を

入力された場合は

代表者ご自宅へ、

入力しない場合は

販売店様へ発送され

ます。

「予約手続きへ進む」

をクリックして

「お客様情報の入力」に

進んでください。
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➀「お客様情報の入力」画面の下部にある

「航空機の座席をリクエストする」ボタンを

クリックしてください。

12.座席指定の入力
➁ 画面の表示例を確認しながら、

ご希望の座席をクリックし、

指定してください。

➂ 航空機の座席リクエスト操作後、

画面最下部の「お申込み内容の

確認に進む」ボタンをクリック

してください。
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13.お申込み内容の確認
➀「選択内容を表示する」ボタンをクリックすると、

ご予約内容をご確認できます。

続けて、航空機・宿泊施設欄をクリックし、

ご予約内容を ご確認ください。

➁ さらに、ご入力されたお客様情報をご入力ください。

ご予約後にお客様のお名前や年齢、性別などを

変更することはできませんので、この画面で、

お客様情報にお間違いないかをご確認ください。
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取引条件説明書（旅行条件書面）のＰＤＦファイル受け取り

方法を「ダウンロードする」または「メールで受け取る」

ボタンをクリックして指定してください。

この書面にはご予約内容や旅行代金明細の他、

取消料など重要な内容が記載されていますので、

必ず、お客様にお渡しください。

14.取引条件説明書の交付
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15.個人情報提供の同意

旅行手配に必要な場合はお客様の個人情報を運送・

宿泊機関・保険会社などに提供させていただきます。

個人情報提供の同意をお客様から得て、チェックした後、

「予約する」ボタンをクリックしてください。
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16.ご予約操作完了
一連のご予約操作が完了すると、ご予約内容の照会番号や

取消料の詳細が表示されます。

ご予約内容の照会番号は

こちらに表示されます。

次ページに航空会社
が定める航空券取消
料を載せていますの
で、併せて、ご確認
ください。

ご利用されるフライトや宿泊施設の変更、人数の増減、
参加者の交代など予約内容が変更される場合であっても
予約全体の取消となるため、右記の取消料は適用されます。

【取消料について】

旅行代金総額に対する

取消料です。

重 要 ！
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出発案内書の発送予定日をご確認ください。

なお、出発日の７日前を過ぎてからご予約された場合は電子メール

にて出発案内書の内容をお送りします。

☆電子メールの送信は弊社にメールアドレスを届け出ている場合に限ります。
届け出が不明な場合は営業担当社員または予約センターにお問い合わせください。

当社の旅行業約款に定める取消料の上限と航空会社が定める

航空券取消料等のいずれか高い金額を取消料として申し受け

ます。

＜出発案内書の発送＞

【重要】

ご利用されるフライトや宿泊施設の変更、人数の増減、
参加者の交代など予約内容が変更される場合であっても
予約全体の取消となるため、左記の取消料は適用されます。
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17.ご予約記録の照会
メニューページよりご予約済みの記録を照会できます。

① 「予約照会」ボタンをクリックすると右の画面が表示

されます。

↓

② 照会番号欄に照会番号を入力してください。

照会番号が不明な場合は出発日や代表者名などで

ご予約記録を検索できます。

または、ご予約済みの予約記録が表示されていますので、

クリックしてください。

↓

③ 「マイページ」が表示され、ご予約記録の詳細を

ご確認できます。

※照会番号がA5-000537の場合

A5 000537

マイページでは、ご予約記録の照会画面でさまざまな案内内容の確認ができます。

左右端にある「＜」のマークや「＞」のマークをクリックし、

左右にスライドさせて、ご覧になりたい項目をお選びください。
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18.マイレージ登録

ご予約記録の照会画面の「お客様情報」下部にある「マイレー

ジ番号を登録する」ボタンをクリックするとマイレージ登録

画面が表示され、マイレージを登録できます。

☆マイレージ登録はANA便のみ可能です。
エアドゥ、ソラシドエア、スターフライヤーをご利用の場合
は、マイレージ加算対象外となります。

☆マイレージ登録は「ANAマイレージカード」のみ登録が可能
です。提携航空会社のマイレージ番号は登録出来ません。

＜マイレージ登録できる内容＞
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19.オンラインキャンセル

マイページメニューでオンラインキャンセル操作ができます。

※出発案内書発送後の取消はオンラインキャンセルできませんので、
予約センターにご連絡ください。

① 「予約照会」ページ内にあるオンラインキャンセルのページを
クリックしてください。

↓
② 取消料が表示されますので、必ず、お客様に発生する取消料を
ご案内ください。

↓
③「オンラインキャンセル」ボタンをクリックし、取消操作を
行なってください。

↓
④ 取消操作完了
＜クレジットカードで決済していただいていた場合＞
旅行代金総額より取消料を差し引いた金額を決済していただき
ましたクレジットカードに返金します。
※クレジットカード会社の締め日により、返金が翌月または
翌々月になる場合があります。

＜銀行振り込みでご入金していただいていた場合＞
旅行代金総額より取消料を差し引いた金額を販売店様ご指定の
銀行口座に返金します。
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20.請求書のダウンロード

予約日の翌日に請求書データが生成されますので、

当サイトのメニューページにある「請求書ＤＬ」ボタンを

クリックし、請求書をダウンロードし、保存してください。

※電子帳簿保存法の改正により、電子取引における電子データ保存が義務化されました。

詳細は国税庁ホームページにてご確認ください。

➀「請求書ＤＬ」ボタンをクリックすると
下記の画面が表示されます。

➁「ＰＤＦ」
ボタンを
クリックすると
請求書データが
表示されますの
で、必ずデータ
保存してくださ
い。

※精算済みの予約記録の請求書データは表示されません。
精算する前にデータ保存してください。
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21.精算方法＜予約日翌日精算契約の場合＞ クレジットカード決済
の場合は、こちらのボ
タンをクリックしてく
ださい。

「支払確定ボタン」をクリック
したら、決済完了です。

カード情報をご入力ください。

精算方法の選択肢は2パターンあります。

いずれの方法も予約日の翌日が精算期限になります。

（請求書データの生成が予約日の翌日に行われるため、予約日当日は

精算していただくことができません）

Ａ．クレジットカード決済

Ｂ．銀行振り込み

お手持ちのクレジットカードを利用して決済できます。

右記の手順に従って決済を完了してください。

全額一括決済になります。

予約日の翌日決済

銀行振り込みの場合は選択ボタンはありませんので、

請求書に記載されている当社指定の銀行口座に全額を

一括でお振り込みください。

＜予約日が下記にあたる日は銀行振り込みはご利用できません＞

木曜日・金曜日・土曜日・国が定める休日の前日・出発日の前日から数えて

8日前にあたる日以降の新規予約・12月29日～1月２日

※上記にあたる場合はクレジットカード決済をご利用ください。

予約日の翌日入金
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22.精算方法＜半月締め精算契約の場合＞ クレジットカード決済
の場合は、こちらのボ
タンをクリックしてく
ださい。

「支払確定ボタン」をクリック
したら、決済完了です。

カード情報をご入力ください。

半月締め精算契約の場合は以下の精算方法になります。

Ａ．クレジットカード決済

お手持ちのクレジットカードを利用して決済できます。

右記の手順に従って決済を完了してください。

Ｂ．銀行振り込み

銀行振り込みの場合は選択ボタンはありませんので、

請求書に記載されている当社指定の銀行口座に

お振り込みください。

＜毎月1日～15日の予約受付分＞

毎月16日：請求書データがＷＥＢサイト上に生成されます。

ＷＥＢサイト内のＰＤＦデータをダウンロードし、

保存してください。

毎月末日：精算期限日です。

＜毎月16日～末日の予約受付分＞

毎月1日：請求書データがＷＥＢサイト上に生成されます。

ＷＥＢサイト内のＰＤＦデータをダウンロードし、

保存してください。

毎月15日：精算期限日です。


